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9F0034 鹿児島大学 法文、教育、理、医、歯 1 前期 2015/02/25
Learning a foreign language isn't just challenging.
It's an adventure.

Tips to learn a foreign
language

Lucy Birmingham

9F0970 神戸大学
文、国際文化、発達科学、法、経済、
経営、理、医、工、農、海事科

4（2） 前期 2016/02/25
Situation: The map below indicates where Chris
and Kin are currently located.

不明 不明

9F0636 埼玉大学 教養、経済、教育 I 前期 2018/02/25
We may sit and stare at the computer screen or
our notes trying to figure something out, but so
long as we're still trying, we're likely to fail.

Peak Performance
Charles A. Garfield,
Hal Zina Bennett

9F0636 埼玉大学 教養、経済、教育 I 前期 2018/02/25
We may sit and stare at the computer screen or
our notes trying to figure something out, but so
long as we're still trying, we're likely to fail.

Peak Performance 不明

9F0973 京都大学
総合人間、文、教育、法、経済、理、
医、薬、工、農

4 前期 2018/02/25
[In the Teacher's Office] TEACHER: Please sit
down.  STUDENT: Thank you

不明 不明

9F0767 岩手大学 人文社会科 2 (1) 前期 2019/02/25 イラスト
Composition through
pictures

John Brian Heaton

9F0768 岩手大学 人文社会科 2 (2) 前期 2019/02/25
大抵の人間は、間違いを犯すことを恥ずかしいと
思い、

不明 不明

9F0560 千葉大学
国際教養、文、法政経、教育、理、
工、園芸、医、薬、看護

III
前期

2019/02/25
Once there was a greedy and selfish man, who
always wanted to have

Moral Story For Your
Kids: Tell this story to
children

不明

9F0523 東京大学 全 2 (B) 前期 2019/02/26 世界中でプラスチックごみを減らす動きが活発だ。 不明 不明

　下記の著作物は、教育機関より入学試験問題として出題されたものです。これらを学習参考書または学習用ウェブサイトに利用するに際して、著作者・著作権者またはその継
承者を探しております。以下の著作物について、ご本人及びお心当たりのあるご家族、ご遺族、知人の方は、情報をお寄せくださいますようよろしくお願い申し上げます。
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9F1024 東京大学
文科一類、文科二類、文科三類、理
科一類、理科二類、理科三類

3-A 前期 2019/02/26
Moderator: Welcome, everyone, to the 2019
Winter Lecture Series

不明 不明

9F1025 東京大学
文科一類、文科二類、文科三類、理
科一類、理科二類、理科三類

3-B 前期 2019/02/26
Moderator: Before we open the floor to questions
about

不明 不明

9F0897 一橋大学 商、経済、法、社会 V A 前期 2019/02/26 I'm sure you know what a toilet is 不明 不明

9F0898 一橋大学 商、経済、法、社会 V B 前期 2019/02/26
Scholars have been debating the reasons why
humor can be

不明 不明

9F0327 京都大学 全 III 前期 2019/02/26
「マイノリティ」という言葉を聞くと、全体のなかの少
数者をまず思い浮かべるかもしれない。

不明 不明

9F1047 福岡教育大学 教育 3-1 前期 2019/02/25 When I first arrived to Japan as an ALT 不明 不明

9F1048 福岡教育大学 教育 3-2 前期 2019/02/25
Joji: Hey, Philip, have you decided what kind of
presentation you

不明 不明

9F0903 大分大学 教育 2 前期 2019/02/25 郵便局に立ち寄ったある日。 不明 不明

9F1082 高崎経済大学 経済、地域政策 2 前期 2019/02/25
Presenter: And that was Eminem with hsi latest
song.

不明 不明

9F0391 首都大学東京
経済経営、理、都市環境、システムデ
ザイン

2 前期 2019/02/26
Though unable to see or hear, Helen Keller
refused to be discouraged

不明 不明

9F1071 京都府立医科大学 医 総合問題1 推薦 2019/12/01
After Indianapolis International Airport installed a
Hands-Only

Training CPR rescuers,
one traveler at a time

不明

9F1073 神戸市外国語大学 外国語学部 I 推薦 2019/12/01 There are two ways in which one can own a How to Mark a Book Mortimer J. Adler

9F1032 藤女子大学 文
1 Track 2
No. 1

A日程学科特
化

2019/02/14
Man: Oh my!  Cathy, did you see this bill on the
table?

不明 不明

9F1033 藤女子大学 文
1 Track 3
No. 2

A日程学科特
化

2019/02/14
Man: I didn't see you in class yesterday.  Were
you sick?

不明 不明

9F1034 藤女子大学 文
1 Track 4
No. 3

A日程学科特
化

2019/02/14 Man: Excuse me, could you help me out? 不明 不明

9F1028 藤女子大学 文
2 Track 7
No. 1

A日程学科特
化

2019/02/14 Man: Good evening ma'am. How can I help you? 不明 不明
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9F1035 藤女子大学 文
2 Track 8
No. 2

A日程学科特
化

2019/02/14 Man 1: Hi Jason.  So what' the house like? 不明 不明

9F0123 國學院大学 文、神道文化、法、経済、人間開発 1 B 2019/02/25
There wqas an unlucky man who was a friend of
ours.

Pieces for the Left
Hand: 100 Anecdotes

J. Robert Lennon

9F0124 國學院大学 文、神道文化、法、経済、人間開発 2 B 2019/02/25
In recent years scientists have realized that
intelligent life may well

Intelligent Life in the
Universe

Allen Tough

9F1056 駒澤大学 全学部（医療健康を除く） I 全学部統一 2019/02/04
When people in colonial America won
independence from

How Did the American
Revolution Influence the
French Revolution?

Julie Marks

9F0889 成城大学 経済 IV
A方式3教科
型

2019/02/06 世の中には様々な意見を 不明 不明

9F0575 法政大学 経営、人間環境、文 I A方式 2019/02/07
Among the member of his generation he was quite
unusual

不明 不明

9F0180 立教大学 異文化コミュニケーション、経済、法 V 個別学部 2019/02/08
Andrew: I learned an interesting thing in biology
class today.

不明 不明

9F0440 早稲田大学 文化構想 V 一般 2019/02/12
As economic historian David Landes says, the
clock is

From Nature's Time to
Clock Time

Nancy Bader

9F0838 神奈川大学
外国語、経営、経済、工、人間科学、
法、理

4 前期 2019/02/04
To help explore life under the sea, researchers at
an American university

不明 不明

9F0885 金城学院大学
国際情報、人間科学、生活環境、
文、薬

2
前期2科目
型、3科目型

2019/01/31
It is truly said: "When wealth is lost, nothing is
lost.

Health Is Wealth Jasvir

9F0924 椙山女学園大学
看護、教育、現代マネジメント、国際
コミュニケーション、人間関係、生活
科学、文化情報

4
一般A（プラス
センター型、2
教科型）

2019/02/03
Michael: Have you finished checking Professor
Yamada's research paper?

不明 不明

9F0925 椙山女学園大学
看護、教育、現代マネジメント、国際
コミュニケーション、人間関係、生活
科学、文化情報

5
一般A（プラス
センター型、2
教科型）

2019/02/03
The Oxford English Dictionary has hundreds of
Japanese loanwords

不明 不明

9F0926 椙山女学園大学
看護、教育、現代マネジメント、国際
コミュニケーション、人間関係、生活
科学、文化情報

6
一般A（プラス
センター型、2
教科型）

2019/02/03 Have you ever experienced 'wardrobe rage' ? 不明 不明

9F0112 関西大学
外国語、経済、商、人間健康、政策
創造

I B 3教科型 2019/02/03 The endings of romantic movies generally leave us 不明 不明

9F0101 関西学院大学
教育、経済、国際、社会、神、総合政
策

III 全学 2019/02/02
There are many reasons for reading and enjoying
works of literature,

不明 不明
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9F0102 関西学院大学
教育、経済、国際、社会、神、総合政
策

VI 全学 2019/02/02 Ben is asking Naomi about her interesting hobby. 不明 不明

9F0167 神戸学院大学
法、経済、経営、人文、心理、現代社
会、グローバル・コミュニケーション、
総合リハビリテーション、栄養、薬

II (1) 前期 2019/02/01
<sent message>　Professor Rossi,　This is Kei Sato
your sociology class.

不明 不明

9F0831 神戸親和女子大学 発達教育、文 4 A-1 前期 2019/01/30 Can you learn to be a ninja today? 不明 不明

9F0833 神戸親和女子大学 発達教育、文 4 A-3 前期 2019/01/30
Now, more than 1 billion packets or cups of
instant noodles

不明 不明
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